2017 年 3 月 30 日
東京ミッドタウンマネジメント株式会社

報道関係各位

東京ミッドタウン 開業 10 周年
東京ミッドタウン（事業者代表 三井不動産株式会社）は、本日 2017 年 3 月 30 日（木）におかげさまで開
業 10 周年を迎えました。開業からこれまでの来場者数はまもなく延べ 3 億人に達する見込みです。ご支援、
ご愛顧いただきました多くのお客様や地域の皆様、そして報道関係者の皆様に心より感謝申しあげます。
3 月 31 日（金）に東京ミッドタウンの商業エリアには、新たに 5 店舗がオープンします。また、10 周年を記
念した「江戸富士（EDO-FUJI）」も開催しております。今後も、ぜひ東京ミッドタウンにご注目ください。

3月31日（金）オープン！注目の5店舗
まもなく満開の桜に包まれる東京ミッドタウンに、新たなショップが集います。

 ASPESI 六本木
イタリア・ミラノを代表する、シンプルで着心地のよい新定番のファッションを提案

 HIDA
匠の技、木のぬくもりを感じるスタイリッシュなインテリアを発信

 shiro HOME

新コンセプト

シンプルで充実した心地よく過ごせるライフスタイルを提案する新コンセプトのショップ

 THE COUNTER 六本木

日本初上陸！

L.A.発！世界でたったひとつのカスタマイズバーガーが楽しめるレストランが日本初上陸

 だし茶漬け えん
厳選した、だしと素材を味わう和食屋の高級ファストフード

■掲載時の一般の方のお問い合わせ先■ 東京ミッドタウン・コールセンター TEL : 03-3475-3100
■東京ミッドタウンホームページ■ www.tokyo-midtown.com

3月31日（金）オープン！注目の5店舗


ASPESI 六本木

アスペジ ロッポンギ

＜メンズ・レディス＞ ガレリア 2F
イタリアのミラノ郊外でシャツメーカーとしてスタートした〈アスペジ〉。
良質なシャツの作り手として名を馳せた後、優れた品質からのぞく普
遍的な美と、不朽の服作りの追求により、ミラノを代表するトータルファ
ッションブランドとなりました。クラシックさとモダンさを備えた真のベー
シックウェアは、世界中のセレクトショップで扱われています。



HIDA

ヒダ

＜家具・インテリア雑貨＞ ガレリア 3F
1300 年の歴史を持つ「飛騨の匠」と呼ばれる名工発祥の地・飛騨高
山で、1920 年に創業した飛驒産業。伝統の曲木技術を伝えながら、
現代のライフスタイルにも見合うデザイン性を兼ね備えたハイクオリ
ティな家具を多数手がける、世界的にも知られる家具メーカーです。

新コンセプト
 Shiro HOME シロ ホーム
＜ライフスタイル雑貨＞ ガレリア 3F

「自分たちが毎日使いたいものを作る」という想いから始まった shiro
が、今回新たにシンプルで上質なライフスタイルを提案する〈shiro
HOME〉をオープン。リラックスタイムを演出する心地よい香りのル
ームフレグランスやアロマオイルなど、日々の暮らしをより豊かにす
る上質なホームケアプロダクトが揃います。



THE COUNTER 六本木

ザ・カウンター ロッポンギ

日本初上陸！

＜ハンバーガーレストラン＞ ガーデンテラス B1
100 万通り以上のカスタムバーガーを楽しめる、L.A.発のハンバーガー
レストランが日本初上陸。パテ、バンズ、ソース、そして数多くのトッピン
グから好きなものを選んで、自分流にカスタマイズできます。フルサービ
スで提供されるワンランク上のハンバーガーを、ぜひお楽しみください。



だし茶漬け えん

ダシチャヅケ エン

＜だし茶漬け・おにぎり＞ ガレリア B1
家庭で食べるお茶漬けの概念を変える“だし”と“素材”にこだわった、
極上のだし茶漬けが味わえるお店。和風だしに鶏のスープを加えた
黄金色のだしは絶品！おにぎりやお弁当のテイクアウトメニューも
充実しています。

※画像はすべてイメージです。メニューは変更になる可能性がございます。

PICK UP！ひと足先にオープンした話題の2店舗


TLB home

ティーエルビーホーム

＜ライフスタイル雑貨＞ ガレリア 3F
オーダーカーテンやベッドリネン、テーブルクロスなどのナチュラル
素材の上質なファブリックアイテムを提案するライフスタイルショップ。
独自でセレクトした国内外作家のクラフト作品をはじめ、一点物のイ
ンテリア雑貨やヴィンテージ家具など、ここでしか見つからない暮ら
しを彩るアイテムが揃う、大人のためのインテリアショップです。



六本木テラス フィリップ・ミル

日本初上陸！

ロッポンギテラス フィリップ ミル

＜フランス料理＞ ガーデンテラス 4F
フランス料理界において“グランド・キュイジーヌの大いなる希望の星”と称さ
れるミル氏。フランス料理の伝統的な技術を忠実に守りながら、独自のスタイ
ルで美しく繊細な一皿に仕上げます。上質なシャンパーニュとのマリアージュ
をご堪能ください。

そのほか続々オープン予定！ファッションや食の注目店


RIO BREWING & CO. BISTRO AND GARDEN
リオ・ブルーイング・コー ビストロアンドガーデン

＜クラフトビール＆ビストロ＞ プラザ 1F

4月下旬
オープン

新コンセプト

日本やベルギーを中心に、世界で醸造を行う「リオ・ブルーイング・コ
ー」のビール、直輸入樽生、直輸入ワインを取り揃え、熟成肉などオ
ススメの食材を窯焼き調理して提供するビストロです。



New Balance ROPPONGI 19:06
ニューバランス ロッポンギ イチキュウゼロロク

＜シューズ＞ ガレリア 1F

5月中旬
オープン

新コンセプト

ニューバランス世界初のユニークなコンセプトによるパフォーマンス
とライフスタイルラインナップの上質なセレクション。スタイリッシュで
高級感あふれるプレミアムブランドストアです。



STARBUCKS COFFEE

スターバックス コーヒー

＜スペシャルティコーヒーストア＞ プラザ 1F / 2F

5月中旬
オープン

新コンセプト

スターバックスの通常商品に加え、世界でも限定された店舗でお届け
している、希少なコーヒー豆「スターバックス リザーブ®」を提供。
ブラックエプロンバリスタが注文ごとに選りすぐりの器具で抽出する特
別なコーヒーエクスペリエンスをお楽しみいただけます。

※画像はすべてイメージです。メニューは変更になる可能性がございます。



Le Pain Quotidien

6月中旬
オープン

ル・パン・コティディアン

＜ベーカリーレストラン＞ プラザ 1F
世界に 240 店舗を展開し、各国のセレブリティにも愛されているベルギー
発祥のベーカリーレストラン。フランス語で“日々の糧”という意味の店名の
とおり、毎日体に取り入れたい、オーガニックで健康的なお食事を提供しま
す。ベルギーのアンティーク家具に囲まれて味わうブランチから、ル・パン・
コティディアンとしては初のディナーメニューや、それにぴったりなアルコー
ルメニューまで充実させた新しいタイプの店舗としてオープンします。



COMME des GARÇONS

コム デ ギャルソン

7月上旬
オープン

＜メンズ・レディス＞ ガレリア 1F
独創的な世界観で日本のファッションブランドを代表する「COMME
des GARÇONS」の新たな直営店が六本木エリアに初オープン。



宮川町 水簾

ミヤガワチョウ スイレン

7月下旬
オープン

＜和食＞ ガレリア 3F
京料理の伝統を守りながらも、季節によって、また客の嗜好によって
変化を見せる、自然や人の気持ちに寄り添う料理を毎月趣向を変え
て提供する京都祇園の人気店が、東京に初出店いたします。四季
折々の食材に繊細な仕事が加えられた料理をコースで堪能できます。
※画像はすべてイメージです。メニューは変更になる可能性がございます。

東京ミッドタウン 10 周年記念イベント

「江戸富士（EDO-FUJI）」

10 周年を記念して、「JAPAN, THE BEAUTIFUL」をテーマに、日本が世界に誇るシンボル“富士山”のモニ
ュメントが広大な芝生広場に登場します。高さ約 6ｍ、幅約 23ｍのスケールで表現する富士山のモニュメントは、
植物を用いた様々なプロジェクトを国内外で展開し、新たな価値を発信し続けているプラントハンターの西畠清
順氏が手掛けます。素材は街路樹などの剪定材をチップ化したバーク堆肥などを使用し、イベントの終了後は
都市開発の堆肥として再利用されます。
開催期間の前半は斬新なプロジェクションマッピングを使った演出で「NAKED」が、後半には富士山のデータ
をビジュアル化した空間演出で「Rhizomatiks Architecture」が彩ります。東京ミッドタウンの 10 周年に日本を代
表する豪華なトップクリエイターが集結し、日本のシンボルである“富士山”のアートと最新技術を駆使した屋外イ
ンスタレーションをご覧いただけます。
【期

間】 3 月 17 日（金）～5 月 28 日（日）
11：00～21：00
◆NAKED（プロジェクションマッピング「aeru」）
3 月 17 日（金）～4 月 16 日（日）
18：00～21：00

【場
【主
【料

◆Rhizomatiks Architecture
（データビジュアライズによる空間演出）
4 月 21 日（金）～5 月 28 日（日）
11：00～21：00
所】 ミッドタウン・ガーデン 芝生広場
催】 東京ミッドタウン
金】 無 料

▲江戸富士（日中の様子）

▲江戸富士（プロジェクションマッピング「aeru」）

